はじめに
平成26年産以降の経営所得安定対策及び水田活用の直接支払交付金につ
いては、以下のとおり見直しを行い実施します。

平成26年産以降の
見直しのポイント

平成25年産

畑作物の直接支払交付金
（ゲタ）
【H25予算：2,123億円】

米・畑作物の収入減少影響
緩和対策（ナラシ）
【H25予算： 724億円（H24年産分）】

米の直接支払交付金
（1.5万円/10a）
【H25予算：1,613億円】

米価変動補塡交付金
【H25予算：84億円（H24年産分）】

水田活用の直接支払交付金
【H25予算：2,517億円
（うち産地資金539億円）】

２６年産は現行どおり実施
（予算措置で、全ての販売農家・
集落営農を対象に実施）
【H26予算： 2,093億円】

２７年産からは法改正をした上
で新しい対象者要件で実施
（認定農業者、集落営農及び認
定新規就農者とし、規模要件は
課さない）

２６年産は現行どおり実施
（別途、ナラシの非加入者に対す
る収入減少影響緩和対策を実施）
【H26予算：751億円（H25年産分）】

２７年産からは法改正をした上
で新しい対象者要件で実施
（認定農業者、集落営農及び認
定新規就農者とし、規模要件は
課さない）

・２６年産米から単価を7,500円/10aに削減
・２９年産米までの時限措置（３０年産から廃止）【H26予算：806億円】

２６年産から廃止
【H26予算：200億円（H25年産分）】

・２６年産から飼料用米等への数量払いの導入（上限値10.5万円/10a ）
・地域の裁量で活用可能な産地交付金の充実など全体の拡充
【H26予算：2,770億円（うち産地交付金804億円）】

27年産からはゲタ・ナラシの対象者は
新しくなるんだね。
認定農業者、集落営農、認定新規就農者が
対象になって規模要件もなくなるのよ。
私も将来の目標を立てて認定農業者に
なろうと思っているわ！
26年度中に準備を
進めないとね！
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経営所得安定対策等の概要

畑作物の直接支払交付金（ゲタ）
【水田・畑地共通】

【販売農家又は集落営農が対象】

数量払

（2,093億円）

※

27年産からは、法整備を経て、認定農業者、集落営農、認定新規就農者を対象に
実施する予定です（いずれも規模要件は課しません）。
認定農業者等については、P6，P7を参照して下さい。

交付単価は品質に応じて増減
対象作物
小麦 【水田・畑地】
二条大麦 【水田・畑地】
六条大麦 【水田・畑地】
はだか麦 【水田・畑地】
大豆 【水田・畑地】

平均交付単価

6,320円/60㎏
5,130円/50㎏
5,490円/50㎏
7,380円/60㎏
11,660円/60㎏

対象作物

平均交付単価

てん菜
でん粉原料用ばれいしょ

そば 【水田・畑地】
なたね 【水田・畑地】

7,260円 /t
12,840円 /t
13,030円/45㎏
9,640円/60㎏

注１：小麦については、パン・中華麺用品種を作付けた場合は、数量払に2,550円/60㎏を加算
注２：てん菜の基準糖度は、16.3度
注３：でん粉原料用ばれいしょの基準でん粉含有率は、19.5％

面積払(営農継続支払)
前年産の生産面積に基づき交付
※

２万円／10ａ

（そばについては、1.3万円／10ａ）

27年産からは、当年産の作付面積に基づき支払う予定です。

＜畑作物の直接支払交付金のイメージ＞

交
付
金

数量払
営農継続支払
平均単収

収量

米･畑作物の収入減少影響緩和対策（ナラシ）
【認定農業者又は集落営農で一定の経営規模を有すること等が要件】

（751億円）

米、麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょの25年産収入額の合計が標準的収入額を
下回った場合に、減収額の９割を補てん（対策加入者と国が１対３の割合で拠出）
※

27年産からは、法整備を経て、認定農業者、集落営農、認定新規就農者を対象に実施する予定
です（いずれも規模要件は課しません）。認定農業者等については、P6，P7を参照して下さい。

ナラシ移行のための円滑化対策（２６年産限り）
【26年産の米の直接支払交付金の交付対象者のうち、ナラシ対策に加入していない者】
26年産のナラシ対策で米の補てんが行われる場合は、ナラシ対策の国費分相当の５割を交付。
農業者の拠出は求めません。
４

米の直接支払交付金
（806億円）
【米の生産数量目標を守った販売農家又は集落営農が対象】

7,500円／10ａ

◇ 激変緩和のための経過措置として、26年産米から単価を7,500円/10ａに削減した上で、
29年産までの時限措置として実施（30年産から廃止）

米価変動補塡交付金
【25年度に米の直接支払交付金の交付を受けた者が対象】

（200億円（25年産））

当年産の販売価格が標準的な販売価格を下回った場合、その差額を補塡

◇ 26年産から廃止

水田活用の直接支払交付金
（2,770億円）

戦略作物助成
対象作物
麦、大豆、飼料作物
WCS用稲
加工用米
飼料用米・米粉用米

二毛作助成
耕畜連携助成

交付単価
3.5万円/10a
8.0万円/10a
2.0万円/10a
収量に応じ、5.5万円～10.5万円/10a

１．５万円／10ａ
１．３万円／10ａ

産地交付金

＜飼料用米、米粉用米の交付単価のイメージ＞
助成額
（円/10a ）

数量払いの単価（傾き）：約167円／kg

10.5万
8.0万
5.5万

地域の作物振興の設計図となる「水田フル
活用ビジョン」に基づき、地域の裁量で麦・大豆
を含む産地づくりに向けた取組を支援

直接支払推進事業等

380※ 530※ 680※ 単収（kg/10a）
(標準単収値）
注１：数量払いによる助成は、農産物検査機関による数量
確認を受けていることが条件
注２：※は全国平均の数値であり、各地域への適用に当
たっては、当該地域に応じた単収（配分単収）を適用

（103億円）

システム運営など直接支払の運営に必要な経費を措置するとともに、対策の推進、作付面積の確認等
を行う都道府県、市町村等に対し必要な経費を助成します。

５

27年産以降のゲタ・ナラシ対策の交付対象者
（１）認定農業者になるには
○

認定農業者になりたい方は、自らの農業の５年後の目標やその達成に向けた
取組等を内容とする「農業経営改善計画」を作成し、市町村に申請します。市
町村は、その計画の内容が、市町村の設定した目標（基本構想）に照らして適
切なものであるか等を審査し、認定します。
「農業経営改善計画」の書き方、
経営内容の分析などは、市町村、
農協、普及指導センター等が
サポートしてくれるよ！

～認定までの流れ～
農業者自らが
「農業経営改善計画」を作成

農林水産省のHPから「農業経営
指標」を活用して、自分の経営
状況などが簡単に
チェックできるんだ。

市町村へ申請

市町村が認定

認定農業者

自ら経営改善に取り組むやる気のある方であれば、
年齢や経営規模の大小を問わず、認定を受けることが
できます。

（２）認定新規就農者になるには
○ 新たに農業経営を営もうとする青年等の方は、経営を開始してから５年後の
目標やその達成に向けた取組等を内容とする「青年等就農計画」を作成し、市
町村に申請します。市町村は、その計画の内容が、市町村の設定した目標（基
本構想）に照らして適切なものであるか、審査し、認定します。

～認定までの流れ～
新規就農者自らが
「青年等就農計画」を作成

「青年等就農計画」の書き方、
経営内容の分析などは、市町村、
普及指導センター、青年農業者等
育成センター、農協等がサポート
してくれるんだ！

市町村へ申請

６

市町村が認定

既に農業経営を開始している方でも、経営開始５年以
内であれば、青年等就農計画を作成し、認定を受けるこ
とができます。

認定新規就農者

注） 27年産以降のゲタ・ナラシ対策の対象となるためには、
既に都道府県から認定就農者の認定を受けている方でも、
改めて市町村の認定を受ける必要があります。

（３）こんな集落営農が対象になります
○

２７年産以降の集落営農のゲタ、ナラシの要件については、現場実態
を踏まえて、以下の２要件を満たすものを対象とすることを考えています。

組織の規約の作成
代表者、構成員、総会、農用地や農業用機械等の利用・管理に関する事項等を
定めた組織の規約を作成します。
対象作物の共同販売経理の実施
①集落営農の口座を設けて、②対象品目について組織名義で出荷し、③その
販売代金等を組織の口座で受け取り、費用控除後に生じた利益をすべての構成員
に対して配分します。
※

「農業経営の法人化」及び「地域における農地利用の
集積」については、市町村が確実であると判断すれば、
要件を満たしているものとして取り扱うこととする予定
です。

認定農業者になるには規模要件や年齢制限はあるの？

一律の規模要件や年齢制限は設けないこととしているんだ。もし
認定する市町村で規模要件や年齢制限を設けている場合は、これ
を廃止するか、または弾力的な運用を行うようにする予定なんだ。

認定新規就農者になると、どんなメリットがあるの？

認定新規就農者は、27年産以降のゲタ・ナラシ対策の対象と
なるほかに、青年就農給付金や、無利子の資金である青年等
就農資金を活用することができるんだよ。

集落営農の共同販売経理は、家計まで一緒にしないとダメなの？

対象品目の生産に要する部分を管理するだけでいいんだよ。
７

畑作物の直接支払交付金（ゲタ対策）
2,093億円

諸外国との生産条件の格差により不利がある国産農産物（麦、大豆、てん菜、でん粉原料用
ばれいしょ、そば、なたね）の生産・販売を行う農業者に対して、「標準的な生産費」と
「標準的な販売価格」の差額分に相当する交付金を直接交付します。支払いは数量払を基本
とし、営農を継続するために必要最低限の額を面積払で交付する仕組みです。
【交付対象者】
支援の対象となる農業者は、販売目的で生産（耕作）する販売農家・集落営農です。
※ 販売農家については、販売実績がある者
※ 集落営農については、代表者を定めた規約を作成し、対象作物について共同販売経理
を行っているもの
※ 27年産からは、法整備を経て、認定農業者、集落営農、認定新規就農者を対象に
実施する予定です（いずれも規模要件は課しません）。認定農業者等については、
P6，P7を参照して下さい。

（１）数量払
①

交付対象数量
麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そば、なたねの当年産の出荷・
販売数量
注１：ビール用麦、黒大豆、種子用として生産されるものなどは対象となりません。
注２：てん菜、でん粉原料用ばれいしょは、北海道で生産されるものが対象です。

②

平均交付単価(全国一律)
全算入生産費をベースに算定した「標準的な生産費」と「標準的な販売価格」との差額
分を単位重量当たりの単価で直接交付します。また、品質に応じて単価を設定します。
※ 営農継続支払を受けた方は、その交付額を控除して支払います。
対象作物

８

数量単価

（参考）
面積換算

小麦

6,320 円/60kg

39,800 円/10a

二条大麦

5,130 円/50kg

35,000 円/10a

六条大麦

5,490 円/50kg

31,700 円/10a

はだか麦

7,380 円/60kg

35,700 円/10a

大豆

11,660 円/60kg

38,100 円/10a

てん菜

7,260 円/ｔ

43,600 円/10a

でん粉原料用
ばれいしょ

12,840 円/ｔ

53,400 円/10a

そば

13,030 円/45kg

18,500 円/10a

なたね

9,640 円/60kg

28,000 円/10a

③品質に応じた加算
麦、大豆等の畑作物については、地域間、農業者間の品質の格差が大きいため、
数量払の交付単価において、品質に応じて単価の増減を行います。
そばについて、26年産は未検査品を、27年産は規格外品※を支援の対象から外し
ます。
※

現行の検査規格を改正し、27年産より適用する予定にしています。

小麦

（円/60kg）
１等

２等

品質区分
（等級/ランク）

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

小麦

6,410円

5,910円

5,760円

5,700円

5,250円

4,750円

4,600円

4,540円

等級：被害粒の割合や粒揃いの違いで区分。Ａ～Ｄランク：たんぱく質の含有率等の違いで区分

※ パン・中華麺用品種については、上記の単価に 2,550円/60kgを加算。

大麦・はだか麦

（円／単位数量）
１等

品質区分
（等級/ランク）

２等

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

二条大麦
（50kg当たり）

5,190円

4,770円

4,650円

4,600円

4,330円

3,910円

3,780円

3,730円

六条大麦
（50kg当たり）

5,860円

5,440円

5,310円

5,260円

4,830円

4,410円

4,290円

4,240円

はだか麦
（60kg当たり）

7,650円

7,150円

7,000円

6,910円

6,080円

5,580円

5,430円

5,350円

等級：被害粒の割合や粒揃いの違いで区分。Ａ～Ｄランク：白度やたんぱく質の含有率等の違いで区分

大豆

（円/60kg）

品質区分（等級）

１等

２等

３等

普通大豆

12,520円

11,830円

11,150円

特定加工用大豆

10,470円

等級：被害粒の割合や粒揃いの違いで区分
特定加工用：豆腐・油揚、しょうゆ、きなこ等製品の段階において、大豆の原形をとどめない用途に使用する大豆

てん菜

（円／ｔ）
(＋0.1度ごと)

てん菜

＋62円

16.3度

(でん粉含有率)
(▲0.1度ごと)

7,260円

▲62円

糖度：てん菜の重量に対するショ糖の含有量

そば

そば

（円／ｔ）

品質区分

品質区分
（糖度）

品質区分
(等級)

でん粉原料用ばれいしょ

２等

＋64円

19.5％

(▲0.1％ごと)

12,840円

▲64円

でん粉含有率：ばれいしょの重量に対するでん粉の含有量

（円／45kg）
１等

でん粉原料用
ばれいしょ

(＋0.1％ごと)

３等

14,700円 13,990円 13,190円

規格外

なたね
品質区分
（品種）

キザキノナタネ
ナナシキブ
キラリボシ

その他の品種

なたね

9,850円

9,110円

9,980円

等級：被害粒の割合や粒揃いの違いで区分
注：27年産からは規格外について支援の対象から除外

（円/60kg）

再生利用交付金
※

耕作放棄地を解消して麦、大豆、そば、なたねを作付けする場合に、作付面
積に応じた交付金を最長５年分交付する再生利用交付金については、26年度限
りで廃止とし、残期間分は26年度に一括交付します。

９

（２）営農継続支払
①

交付対象面積
麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そば、なたねの前年産の生産面積

※ 前年産の生産面積は、農業者の前年産の生産数量（前年産の数量払の対象数量を基本）を都道
府県別の前年産の実単収で換算した面積とします。
※ 当年産の生産予定数量を都道府県別の平均単収で換算した面積の方が小さい場合には、その面
積が交付対象面積になります。
※ 27年産からは、当年産の作付面積に基づき支払う予定です。

②

交付単価
農地を農地として保全し、営農を継続するために最低限の経費が賄える水準

２．０万円 ／ １０a （そばについては1.3万円/10a）
※

③

営農継続支払を受けない者には、当年産の出荷・販売数量の確定後に、数量払の
単価により算定した交付金が支払われます。
交付対象者

数量払の交付申請を行う販売農家・集落営農であって、前年産の生産面積がある者

数量払と面積払（営農継続支払）の関係
交付額

数量払
営農継続支払
前年産の生産面積に
基づき支払

平均単収

収量

営農継続支払の交付金を受けた者は、数量払の交付対象数量が、対象作物ごとに設定した生産予定数量※
の２分の１に達しない場合には、その理由書を提出していただきます。
自然災害等の合理的な理由がない場合は、交付済みの営農継続支払の交付金を返還していただきます。
※

１０

生産予定数量は、播種前契約数量等を基本としますが、播種前契約時の作付計画面積に比べて実際の
作付面積が減少した場合には、実際の作付面積に見合った数量を生産予定数量としてください。

米・畑作物の収入減少影響緩和対策（ナラシ対策）
751億円

一定の要件を満たす農業者を対象として、収入減少による農業経営への影響を緩和するため、
米、麦、大豆等の当年産の販売収入の合計が、標準的収入を下回った場合に、その差額の９割を
補てんします。

（１）交付対象者
支援の対象となる農業者は、「認定農業者」又は「一定の要件を満たす集落営農」で一定の経営規模
を有すること等が要件です。なお、経営規模の要件については、市町村特認を措置していますので、
経営規模に関係なく加入することができます。
認定農業者

集落営農
〔５つの要件を満たす集落営農が対象〕
農用地の利用集積目標の設定
法人化計画の作成
主たる従事者の所得目標の設定

一定の経営規模

一定の経営規模

規約の作成
共同販売経理

都府県： ４ha以上
北海道：10ha以上

20ha以上

※１

加入申請の際に、遊休農地を有していないこと、環境と調和のとれた農業生産を実施していることを
確認します。
※２ 27年産からは、法整備を経て、認定農業者、集落営農、認定新規就農者を対象に実施する予定です
（いずれも規模要件は課しません）。認定農業者等については、P6，P7を参照して下さい。

（２）交付対象数量
①

米
生産数量目標の範囲内で生産された、農産物検査３等以上のもの（種子は除く）で、
主食用として収穫年の翌年の３月３１日までに
① ＪＡや集荷業者に販売、又は販売を委託して出荷したもの
② 農業者又は農業者から委託を受けた者（ＪＡや集荷業者以外）が、消費者等に販売
することとしたもの
が対象です。

② 麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ
数量払の交付対象数量となったものが対象です。
※１
※２

ビール麦、黒大豆、種子用として生産されるものなどは対象となりません。
てん菜、でん粉原料用ばれいしょは、北海道で生産されるものが対象です。

１１

（３）補てん額
当年産の販売収入の合計が、標準的収入を下回った場合に、その差額の９割を、国から
の交付金と農業者が積み立てた積立金で補てんします。国からの交付金は、農業者が積み
立てた積立金の３倍の額が上限です。
交付金は、翌年の５～６月頃に支払います。
都道府県等ごとに算定
米の
差額

標準的
収入
最近５年
のうち、
最高・最
低を除く
３年の平
均収入

農業者１：国３の割
合で補てん。

麦の
差額

当年産
収入

大豆の
差額

×

×

×

米の
生産
面積

収入減少

麦の
生産
面積
大豆の
生産
面積

・
・
・

・
・
・

品目ごと
の収入差
額を合算

補てん金
収入減
の９割

国
【３】
農業者
【１】

※ 補てん金は、当年産の実単収が平年単収の９割を
下回った場合、農業災害補償制度が発動したとみな
し、共済金相当額を控除します。

当年産の交付対象数量（農業者ごと）÷ 当年産の実単収（都道府県等ごと）

ナラシ移行のための円滑化対策（２６年産限り）
平成26年産において規模要件が残る収入減少影響緩和対策（ナラシ対策）に加入
できない者の27年産からのナラシへの移行を円滑に進めるため、平成26年産に限り、
予算措置で、農業者の拠出を求めずに対策を実施します。

（１）交付対象者

（２）交付対象品目

26年産の米の直接支払交付金の交付対象者
のうち、ナラシ対策に加入していない者

米（ナラシ対策の米の対象範囲
と同じです。11ページ参照。）

（３）補てん額
26年産のナラシ対策で米の補てんが行われる場合は、ナラシ対策の国費分相当
の５割を交付します。農業者の拠出は求めません。
都道府県等ごとに算定
米の
標準的収入
21～25年産
のうち、最高
・最低を除く
３年の平均
収入

１２

収入減
の９割

【３】
【１】
26年産米の
収入

補てん額

ナラシ対策の
国費相当分の
５割（１/２）を交付

米の直接支払交付金（定額部分）（7,500円/10a)
806億円

米については、諸外国との生産条件格差から生じる不利はなく、構造改革にそぐわない面が
あることから、26年産米から単価を7,500円/10aに削減した上で、平成29年産までの時限措置と
して実施します（平成30年産から廃止します）。

（１）交付対象者
支援の対象となる農業者は、米の生産数量目標（面積換算値）に従って、販売目的で生産（耕作）
する販売農家・集落営農です。
※
※

販売農家については、水稲共済加入者又は当然加入面積未満の者等は販売実績がある者
集落営農については、代表者を定めた規約を作成し、対象作物について共同販売経理を行っているもの

（２）交付対象面積
交付対象面積は、主食用米の作付面積から、自家消費米相当分として一律10a控除して算定
（種子、醸造用玄米は10ａ控除の対象外）
※

集落営農は、農業共済資格団体として水稲共済に加入すれば、組織全体の主食用米の作付面積から10a控除

（３）交付単価（全国一律）
7,500円／10ａ

（４）「調整水田等の不作付地の改善計画」の扱い
米の直接支払交付金を受ける方が、調整水田等の不作付地を有している場合は「不作付地の
改善計画（３年を目途に解消）」を作成し、市町村の認定を受ける必要があります。ただし、
前年度までに市町村の認定を受けた方は、新たに発生した不作付地のみ作成して下さい。
地域農業再生協議会における不作付地の解消に向けた取組とセットで「不作付地の改善計画」
の達成を推進します。
※ 「不作付地の改善計画」の達成予定年までに作物の作付が行われず、その翌年も作付が行われないことが
確実な場合には、当該不作付地は米及び水田活用の直接支払交付金の交付対象水田から除外されます。
（ただし、①人・農地プランにおいて近い将来農地の出し手となる者の農地（平成25年度以前において、地域
の中心となる経営体に集積する農地として位置づけられたものを含みます。）として位置づけられたもの、
②その他、現在の利用形態を当面維持する必要があると地域センター長が認めたものは除きます。）

米価変動補塡交付金（変動部分）（26年産から廃止）
米価変動補塡交付金については、生産者の負担（拠出）がなく、10割補塡である
ため、生産者のモラルハザードとなるおそれがあり、また、米価変動に対する影響
緩和対策としては、従来から、生産者拠出を伴うナラシ対策があることから、26年
産から廃止し、ナラシ対策で対応します。
１３

水田活用の直接支払交付金

６

2,770億円（うち産地交付金804億円）

水田で麦、大豆、飼料用米、米粉用米等の作物を生産する農業者に対して交付金を直接交
付することにより、水田のフル活用を推進し、食料自給率・自給力の向上を図ります。

（１）交付対象者
支援の対象となる農業者は、販売目的で対象作物を生産（耕作）する販売農家・集落営農
です。
※

米の生産数量目標の達成にかかわらず交付の対象となります。

（２）支援内容

①

戦略作物助成
対象作物

交付単価

飼料用米と米粉用米への
支援の仕組みが変わるん
だね！

麦、大豆、飼料作物

３５，０００円／10ａ

ＷＣＳ用稲

８０，０００円／10ａ

加工用米

２０，０００円／10ａ

飼料用米、米粉用米

収量に応じ、
５５，０００円～１０５，０００円／10a

＜飼料用米、米粉用米の交付単価のイメージ＞
助成額
（円/10a）

数量払いの単価（傾き）：約167円/kg

10.5万

収量が上がるほど助成額が
増えるのかぁ・・・
努力が報われる仕組みだね！

8.0万

5.5万

380 ※

530 ※

680 ※

単収（kg/10a）

（標準単収値）
・ 数量払いによる助成については、農産物検査機関による数量確認を受けていることを条
件とします。
・ ※は全国平均の平年単収（標準単収値）に基づく数値であり、各地域への適用に当たっ
ては、市町村等が当該地域に応じて定めている単収（配分単収）を適用します。

１４

②

二毛作助成

 水田における主食用米と戦略作物助成の対象作物、又は戦略作物助成
の対象作物同士の組み合わせによる二毛作を支援します。

１５，０００円／10a
作付パターン（例）
主食用米 ＋
麦

＋

飼料用米 ＋

麦

（米の直接支払）

＋ １．５万円

大豆

３．５万円

＋ １．５万円

麦

米粉用米 ＋ 飼料用米

③

交付金額（10ａ当たり）

５．５～１０．５万円 ＋ １．５万円
５．５～１０．５万円 ＋ １．５万円

耕畜連携助成

 耕畜連携の取組（飼料用米のわら利用、水田放牧、資源循環）を支援します。

１３，０００円／10a
助成対象

①～③の取組に助成します。
（①～③の取組の同一ほ場での重複助成はできません）
① わら専用稲の生産及び
飼料用米生産ほ場の稲わら利用

〈取組要件〉
○子実及び稲わらが飼料又は
飼料の種苗として利用される
こと 等

② 粗飼料生産水田での
放牧

〈取組要件〉
○放牧頭数が成牛換算で
２頭以上（ha当たり）
○延べ放牧日数が180頭日以上
（例：2頭×90日＝180頭日）
等

③ 粗飼料生産水田への
堆肥の散布

〈取組要件〉
○たい肥は水田粗飼料作物を給与
した家畜由来のものであること
○自己のたい肥でないこと
○自己の散布でないこと
○散布量が２㌧又は４立米/10a以上
であること 等

交付対象者
耕畜連携の取組を行う水田において、飼料作物等を生産する農業者（耕種農家）
が対象となります。
１５

④

産地交付金
基本的運用

 地域で作成する「水田フル活用ビジョン」に基づく、①水田における麦、大
豆等の生産性向上等の取組、②地域振興作物や備蓄米の生産の取組等
を支援します。
 国から配分する資金枠の範囲内で、都道府県や地域農業再生協議会が
助成内容（交付対象作物・取組・単価等）を設定できます。

 また、地域の取組に応じた追加配分（下表参照）を行います。
対象作物

取組内容

追加配分単価

飼料用米
米粉用米

多収性専用品種への取組

１２，０００円/10a

加工用米

複数年契約（３年間）の取組

１２，０００円/10a

備蓄米
そば
なたね

平成26年産政府備蓄米の買入
入札における落札

７，５００円/10a

※ 平成23年度に県別優先枠として配分
した6万トンについては対象外。

作付の取組

２０，０００円/10a（基幹作）
１５，０００円/10a（二毛作）

助成内容の設定

 助成内容は以下のルールに即して設定します。
①

戦略作物助成の対象作物に対する助成については、生産性向上等の一定
の取組に対する助成とすること

②

経営所得安定対策等における趣旨を損なうような助成としないこと
（例：品位の低いもののみへの加算）

③

主食用米、輸出用米及び調整水田等の不作付地に対する助成は行わない
こと

④ 畑地を対象とする場合の対象作物は、畑作物の直接支払交付金の対象
作物（麦、大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ、そば、なたね）及び
休閑緑肥とすること（ただし、畑作物の直接支払交付金の対象作物につい
ては、生産性向上等の一定の取組に対する助成とすること）

捨てづくりの防止
・
・

１６

作付けや肥培管理等が不適切な場合（捨てづくり）には交付金は交付されません。
このうち、加工用米については当年産の出荷数量が当初契約数量の８割に満たない場合、
飼料用米、米粉用米については単収が標準単収値から150kg/10aを減じた値に満たない場合、
WCS用稲にあっては近隣ほ場の主食用米の生育状況等と比較して十分な収量が得られないと
判断される場合には、その理由書を提出していただきます。自然災害等の合理的な理由がな
いなど、捨てづくりが判明した場合には、交付金は交付されません。

（３）水田フル活用ビジョン
 「水田フル活用ビジョン」は、地域の特色のある魅力的な産品の産地を創
造するための地域の作物振興の設計図となるものです。

 産地交付金による支援は、「水田フル活用ビジョン」に基づく取組に対して
行われることになります。
※ 26年度から 「水田フル活用ビジョン」の作成が、産地交付金による支援の要件となります。

＜水田フル活用ビジョンの内容＞
○ 取組方針
・ 作付の現状、地域が抱える課題
・ 作物ごとの生産の取組方針（非主食用米の作付面積の目標、生産拡大に
向けて導入する新しい技術、販売先との連携、活用施策など）
・ 作物ごとの作付予定面積
・ ３年後の目標（作付面積、生産量等）

○ 産地交付金の活用方針、活用方法の明細等
・ 支援対象となる品目、具体的な使途（取組内容）
・ 支援単価 等
都道府県段階及び地域段階の協議会での検討を経て作成の上、６月２日まで
に都道府県から国に提出

魅力ある産地づくりに向けて、
地域のみんなで目標を決めて
取り組んでいきましょう！！
大豆の生産拡大のために
ブロックローテーションの
取組を継続して支援しよう！

排水対策にも
取り組まなくちゃね！

地元の◇◇酒造と３年間の
加工用米販売契約を結んで、
安定した生産を続けたいなぁ！

産地交付金を有効に使って、
野菜の産地化も進めていこうよ！

１７

参考

生産者の皆さまへ

新規需要米・加工用米の横流れ防止措置

新規需要米や加工用米の取組を行う場合、主食用米への横流れを防止する
ため、以下の点に留意してください。

（１）計画申請時
①

新規需要米や加工用米を買い受ける事業者との間で、販売数量などを記載した「販売
に関する契約書」等を作成し提出してください。

②

新規需要米や加工用米を買い受ける事業者は、買い受けた米を主食用に転用しない
ことを誓約した誓約書を提出してください。

（２）収穫ー出荷時
①

取組方法に応じて決められた数量を出荷してください。
・

『出来秋の出荷数量』は、『当初の出荷契約数量』を出荷することが原則です。
ただし、『当初の出荷契約数量』は、作況変動による調整を行うことができます。

・

また、区分管理での取組の場合には、『出来秋の出荷数量』を、新規需要米等を
生産した『ほ場からの全収穫量』とすることができます。

②

主食用米等と区分して保管・管理してください。
・

袋を分けて米粉用米には 粉 、飼料用米には 飼 、
加工用米には 加 と表示してください。
・ 需要者に直接又は需要者団体を通じて販売して
ください。
⇒ それぞれの用途以外に販売した場合には、改正食糧法
に基づき罰則が適用されます。（19ページ参照）
③

は い
票 せ
用途 ：
ん
加工用
米

種類
水稲うる 年 産 産
ち 21 地 銘
○○ コ 柄 等 級
シヒカリ
包装
年月日
3 カミ 量 目
摘要
21.10.10
30kg
受入
21.10.15 期首
払出
◇◇◇
◇
在庫
100
30
70

粉 粉

新規需要米、加工用米を含め、米、種もみを出荷、販売
するときは、その記録を作成し３年間保存してください。

記録事項

粉 粉

品名、産地、数量、年月日、取引先名、米穀の用途

等

⇒ 記録の虚偽記載等があった場合には、米トレーサビリティ法に基づき罰則が適用さ
れます。（19ページ参照）
不適正な流通が確認され、それが悪質と判断された場合は、
・当該取組の認定を取り消すとともに、当面、新規需要米や加工用米の取組を認めない
・当年産の経営所得安定対策等に係る全ての交付金を返還させる
・その名称及び違反事実を公表する
などの措置が講じられます。
※ 備蓄米についても、不適正に主食用に転用した場合は同様の措置が講じられます。
詳しくは、農林水産省ホームページをご覧いただくか、最寄の農政局・地域センターに
お尋ねください。
http://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/zyunsyu/index.html

１８

食糧法遵守事項

検索

改正食糧法に基づく措置

遵守
事項
チェック
□ 紙袋等の包装への用途
の表示
＜罰則＞
・遵守事項を遵守しなかった
場合には、事業者に対して
勧告・命令を行い、当該命令
に従わなかった場合には、
罰則注 が 適用されます。

不
正
転
用
に
よ
る
不
当
利
益
防
止

改正食糧法に基づき、新規需要米、加工用米などの用途
限定米穀の用途外使用に罰則が科されます。
用途限定米穀の保管、出荷・販売時の主な取り扱い
① 用途限定米穀を保管する場合には、用途が明らかとなる
よう、はい票箋による掲示を行うなど、他の米穀との明確
な区分管理を徹底する必要があります。
② 用途限定米穀を出荷・販売する場合には、
ａ．紙袋等の包装に用途を表示
米粉用米は 粉 、飼料用米は 飼 、加工用米は 加 、その他用途
は、その用途に即して輸出用などと表示

ｂ．需要者（需要者団体）に直接販売する必要があります。

注：１年以下の懲役又は100万円以下の罰金

米トレーサビリティ法に基づく措置

記 録
チェック
□ 出荷・販売の伝票を受領
（又は納品書を発行）
□ 受領した伝票、発行した
伝票の控えを保存
□ 用途限定米穀の場合
その用途を記録
＜罰則＞
・記録の虚偽記載等の義務
違 反が あった 場合 には、
罰則注 が 適用されます。

※

流
通
ル
ー
ト
の
特
定

米・種もみ を①出荷・販売、②入荷・購入、③事業
所間の移動、④廃棄した場合には、その記録を作成し、
３年間保存する必要があります。
※

米、種もみ以外にも、米粉や米こうじ等、米飯類、もち、だんご、米菓、清酒、
単式蒸留しょうちゅう、みりんなども対象になります。

記録事項
※１
品名、産地、
数量、年月日、取引先名、米穀の用途

※１

※２

等

米の場合はその産地、米加工品の場合はその原料米の産地

※２

用途限定米穀について、米粉用米は 粉 、飼料用米は 飼、
加工用米は 加 などと、その他用途は、その用途に即して輸出用
などと記載

注：50万円以下の罰金

（参考）米トレーサビリティ法のその他の内容
事業者間

※

における産地情報の伝達

※ 生産者だけでなく、集荷業者、加工業者、卸売業者にも課される義務です。

米を農協や業者等に出荷・販売した場合には、必ず産地を
伝票等又は商品の容器・包装への記載により伝達する必要が
あります。
一般消費者への産地情報の伝達
一般消費者に米・米加工品を直接販売・提供する場合にも、
商品の容器・包装等への記載により産地を伝える必要があり
ます。

適
切
に
産
地
情
報
を
伝
達

伝 達
＜罰則＞
・事業者間における虚偽の伝達
等の義務違反があった場合には、
罰則が適用されます。
・一般消費者に対し伝達の義務
違反があった場合には、勧告・
命令を行い、当該命令に従わな
かった場合には、罰則が適用
されます。

米トレーサビリティ法についての情報は、右記のホームページをご覧ください。
http://www.maff.go.jp/j/syouan/keikaku/kome_toresa/index.html

米トレーサビリティ法

検索

立入検査の実施
食糧法、米トレーサビリティ法の立入検査の権限に基づき、対象事業者が義務を遵守
しているか調査を実施します。
１９

（トピックス） 米政策の見直し

生産者や集荷業者・団体が、需要に応じて、どのような米をい
くら生産・販売するかなどを自ら決められるようにすることで、
経営の自由度の拡大を目指します。
（１）行政による生産数量目標の配分の見直し
○ 需要に応じた生産を推進するため、水田活用の直接支払交付金の充実、
中食・外食等のニーズに応じた生産と安定取引の一層の推進、きめ細か
い需給・価格情報、販売進捗・在庫情報の提供等の環境整備を進めます。
○ こうした中で、定着状況をみながら、５年後（平成30年産から）を目途に、
行政による生産数量目標の配分に頼らずとも、国が策定する需給見通し
等を踏まえつつ生産者や集荷業者・団体が中心となって円滑に需要に応じ
た生産が行える状況になるよう、行政・生産者団体・現場が一体となって取
り組みます。

■ 近年における水稲の作付状況
〔20年度〕 水稲作付面積：164万ha
主食用米：160万ha

〔21年度〕 水稲作付面積：164万ha
主食用米：159万ha

〔22年度〕 水稲作付面積：166万ha

加工用米：2.7万ha
新規需要米：1.1万ha
非主食用米計：3.8万ha

主食用米：153万ha

〔24年度〕 水稲作付面積：164万ha
主食用米：152万ha

〔25年度〕 水稲作付面積：165万ha
主食用米：152万ha

麦
17万ha

大豆
12万ha

麦
17万ha

大豆
12万ha

麦
17万ha

大豆
12万ha

麦
17万ha

大豆
11万ha

麦
17万ha

大豆
11万ha

麦
17万ha

加工用米：2.6万ha
新規需要米：1.7万ha
非主食用米計：4.3万ha
加工用米：3.9万ha
新規需要米：3.6万ha
非主食用米計：7.5万ha

主食用米：158万ha

〔23年度〕 水稲作付面積：163万ha

大豆
13万ha

加工用米：2.8万ha
新規需要米：6.6万ha
備蓄米：1.2万ha
非主食用米計：10.6万ha
加工用米：3.3万ha
新規需要米：6.8万ha
備蓄米：1.5万ha
非主食用米計：11.6万ha
加工用米：3.8万ha
新規需要米：5.4万ha
備蓄米：3.3万ha
非主食用米計：12.5万ha

※ 平成20年以降、主食用米の需要減少分は、飼料用米等の非主食用米の拡大で
対応されています。こうした取組を進めることで、水田のフル活用と生産者等の主
体的経営判断により需要に応じた米生産を進めていくことが必要です。
２０

（２）生産のイメージ（５年後（平成 30年産から）を目途）
〈 現在 〉
主食用米
○ 行政ルートにより、生産数
量目標を個々の農家に提供
しているが、現場に近づくほ
ど一律的な配分とならざるを
得ないため、生産数量目標と
実際の販売実績・販売力との
ギャップが発生。
○ また、主食用米に比べ、飼
料用米等の作付へのインセ
ンティブが不十分なことから、
飼料用米等への作付転換に
抵抗感。

行 政
生産数量目標
の配分

非主食用米
（飼料用米、米粉用
米、加工用米等）

生産数量目標の
減少分を非主食
用米に転換

麦、大豆、
地域作物等

生産数量目標の
減少分を麦、大豆、
地域作物等に転換

農 家
主食用米の
生産・出荷

非主食用米の
生産・出荷

麦、大豆、地
域作物等の
生産・出荷

農家と集荷業者
が相談

集荷業者
主食用米の
集荷・販売

非主食用米の
集荷・販売

麦、大豆、地
域作物等の
集荷・販売

〈 見直し後 の生産のイメージ（５年後（平成30年産から）を目途）〉
主食用米
○ 国は、
① 全国ベースの需給見通しの
情報発信に加え、産地別にき
め細かく需要実績や販売進
捗・在庫などの情報を提供。
② 併せて、飼料用米等の作付
についてのインセンティブを
拡大。

国

よりきめ細かい都道
府県レベルでの販
売進捗や在庫情報、
価格情報を提供

○ 消費者ニーズに応じた麦、大
豆、地域作物等の魅力ある産地
づくりを推進。

麦、大豆、
地域作物等

飼料用米等
のインセン
ティブを拡大

農 家
米の生産・出荷
（水田のフル活用）

○ 都道府県・地域段階の協議会 集荷業者
では、作物ごとの作付ビジョン
主食用米の
（「水田フル活用ビジョン」）を策
集荷・販売
定し、適宜、非主食用米や麦、
大豆、地域作物等の作付を誘導。
○ 生産者や集荷業者は、これら
を踏まえて、経営判断や販売戦
略に基づきどのような作物をどれ
だけ生産・販売するかを決定。

非主食用米
（飼料用米、米粉用
米、加工用米等）

都道府県・地域
段階の協議会

麦、大豆、 作物ごとの
地域作物等の 作付ビジョ
生産・出荷 ンを策定
策定に参画

非主食用米の
集荷・販売

麦、大豆、
地域作物等の
集荷・販売

・年末から春先にかけて、
① 主食用米の需給見通しや自都道府県産の在庫量等
② 非主食用米の需要（ビジョン）
③ 麦、大豆、地域作物等の需要（ビジョン）
等を踏まえて、主食用米と非主食用米のどちらにどれだけ振り
向けるのか、また、麦、大豆、地域作物等をどれくらい作付ける
のか、生産者と集荷業者が相談。自ら販売している生産者は主
体的な経営判断に基づいて決定。

→ こうした仕組みにより、水田のフル活用を行いつつ、需要に応
じた主食用米の生産を円滑に行うことが可能となります。
２１

環境整備の一環として、需要に応じた生産を実現するためのよりきめ細
かい情報提供を実施します。〈 生産のイメージ（５年後(平成30年産から)を目途）
今年は米の売れ行きが少し落ちていて、
在庫が◇％くらい多いんだね。

現在、国が行っている情報提供
【全国段階の情報】

ということは、全国的には今年、
前年に比べて○％の作付がちょう
どいいということだね。

○ 全国の需要量の推移（年１回）
○ 全国の需給見通し（年１回）
○ 価格動向の推移（毎月）
○ 全国の在庫量の推移（毎月）

他県に比べて自分の県の
コシヒカリの売行きは好調だ。

現在の情報提供に加え、国は生産者・集荷
業者等が翌年生産量を決めるための、より
きめ細かい情報を提供

追 加

（２６年春頃から開始）

複数年契約の安定的取引があるか
ら、このくらい生産が必要だ。

（生産者、集荷団体）

【都道府県段階の情報】
○ 都道府県産米別の契約・販売状況（毎月）
○ 都道府県産米別の在庫量の推移（毎月）
○ よりきめ細かい価格情報（毎月）

全国で前年比○％の需要となっ
ていることや、安定的な需要が
あるから、自分のところは、これく
らい作付（前年比□％）しよう！

前年比□％

前年産
作付

当年産
作付

環境整備の一環として、中食・外食等のニーズに応じた生産と安定取引
を一層推進します。 〈 生産のイメージ（５年後(平成30年産から)を目途） 〉
 大規模生産法人Ａ、Ｂ、Ｃと実需者Ｄ（丼物チェーン）
が丼ものに向いた大粒品種（アケボノ）で複数年契約
（１千トン／年×５年間）を締結し、取り組み開始。
 全国の需要動向を反映して、生産数量目標が毎年
減少せざるを得ないため、数年後には、生産数量目
標を守りつつ契約数量を確保することが困難に。

２２

 農業者自らの経営判断、販売戦略に基づき、需
要に応じた生産を行うことが可能となり、複数年
契約による安定的な取引が促進され、生産者・
実需者ともに利益。

〉

（３）飼料用米の取組を通じた産地づくりのイメージ
〈従来〉
 それぞれの生産者がそれぞれの経営判断に基
づき作付けしている中で、不作付地も発生。
 これまで地域の農地を引き受けてきた農業法人
Ｅも、ピーク時の作業量の関係上、これ以上の農地
の引受けが困難な状態。

Ａさん

不
作
付
地

飼
料
用
米

Ｃさん

Ｂさん

Ｄさん

農業法人Ｅ

１日当たり作業量

主食用米

ピーク時の作業量が膨大

作業時期
コシヒカリ（早生）

水稲収穫量の４割を飼料用
米として出荷（品種は主食用
米、飼料用米とも同じ）

交付金の充実を契機に、
多収性専用品種の導入や、
作付ピークの分散、不作付地
の解消等に取り組もう！

飼料用米

〈今後〉
◆ 主食用米と作期の異なる飼料用米（多収性専用
品種）を作付けることにより作業のピークを分散。

農業法人E

主食用米

作業ピークを分散

（コシヒカリ（早生））

コシヒカリ
（早生）

モミロマン もちだわら
（中生）
（晩生）

◆ 周辺農地の引受けによる規模拡大、多収性専用
品種や低コスト技術の導入、機械の効率的利用等
により、不作付地を解消しつつ、生産コストも大幅
に削減。

飼料用米

飼料用米

（モミロマン（中生））

（もちだわら（晩生））

配合飼料（米使用）

◆大手養豚業者が飼料用米を給餌した豚は、“脂身が
白くおいしい”と評判のブランド豚肉として販売され、
地域の農業産出額はさらに増加。

２３

（参考）水田における麦、大豆、非主食用米等の所得
（10アール当たりのイメージ）
（単位：千円／１０ａ）
経営所得安定対策等の交付金
販売収入
①

②

うち
畑作物

うち
水田活用

収入合計 経営費 所得 労働時間
③=①+②
④
③－④ (時間/10a)

小麦

11

77

42

35

88

45

43

5

大豆

14

70

35

35

84

44

40

8

7

80

－

80

87

64

23

26

9

117

－

117

126

76

50

28

そば

17

40

20

20

58

25

33

4

なたね

16

46

26

20

62

34

28

7

主食用米

116

7.5

－

－

123.5

87

36.5

26

単収が
標準単収値と
なる場合

飼料用米
多収性専用品種
米粉用米 を用いて単収が
標準単収値
＋150kg/10a
となる場合

○ 主食用米以外の作物については、地域の実情に応じて産地交付金による追加支援が可能。
○ 飼料用米については、耕畜連携（わら利用）の取組により、1.3万円/10aの追加助成が可能。
注１）小麦、大豆及び主食用米は、平成23年産生産費統計（全階層平均、主産物）を用いて算定。
注２）飼料用米、米粉用米は、取組事例のデータを用いて算定。
注３）飼料用米、米粉用米の水田活用の交付金の単価は、標準単収値の収量が得られた際の単価を８万円/10a
として、収量に応じて下限5.5万円/10aから上限10.5万円/10aの範囲で変動。
注４）飼料用米、米粉用米の単収が標準単収値と同じとなる場合の経営費は、主食用米の機械を活用するため、
主食用米の経営費から農機具費及び自動車費の償却費を控除。
注５）飼料用米、米粉用米について、多収性専用品種に取り組み、単収が標準単収値＋150kg/10aになった場合、
多収性専用品種での取組による1.2万円/10aの産地交付金の追加配分が加算され、戦略作物助成の収量に応じ
た上限単価10.5万円/10aが適用されるとして算定。また、経営費及び労働時間は、標準単収値の経営費から、
150kgあたりの施肥及び収穫・調製等に係る費用及び労働時間を加えて算定。
注６）そば、なたねの経営費は、平成23年産生産費統計（販売収入は平成23年産の実勢価格）を用いて算定。
注７）そば、なたねの水田活用における交付金額は、産地交付金により地域の実情に応じて設定されるが、
平成25年度までの助成金額を用いて算定。
注８）主食用米の経営所得安定対策の交付金は、「米の直接支払交付金」として生産調整に参加した者に対して
7,500円/10aが交付。

２４

対策の加入申請・交付手続き
（１）「交付申請書」と「営農計画書」を提出してください
交付金を受けるためには、「交付申請書」と「営農計画書」を、
６月３０日までに提出する必要があるんだね。
書類はどこに提出すればいいのかな。

書類の提出先は、最寄りの地域農業再生協議会（市町村、ＪＡ等）
又は地域センター（国）です。

申請者

農業者

交付申請書

提出先窓口
○地域農業再生協議会 (市町村、ＪＡ等）
○地方農政局、地域センター（国）

営農計画書

具体的な記入方法は、27～29ページをご覧ください

２５

交付申請に関する誓約事項･個人情報の取扱いの確認
・ 交付申請を行う方は、立入調査、交付金の返還に関する事項を記載した「経営所得安定
対策等交付金の交付申請に関する誓約事項」を確認していただいた上で、交付申請書を
作成してください。
・ また、「個人情報の取扱い」についても確認していただき、交付申請書の「個人情報の
取扱い」欄の「同意する」に○を付けてください。これにより申請書等の内容を皆様に
確認していただく手間が減ります。

誓約事項と個人情報の取扱いをよく読んでください
２６

交付申請書の記載例
昨年も対策を申請し
ていた方は「継続」。
初めて申請される方
は「新規」に○印付
けて付けてください。
申請年月日を 記 入
し て く だ さい。
該当する経営形態、
認定状況の□に☑を
入れてください。

氏名、住所を記入して
押印してください（認
印でも構いません）。
氏名、住所などが印字
されている方は、内容
を確認してください。
訂正が必要な場合は訂
正してください。
申請する交付金には
「する」に、しない
交付金には「しな
い」に○印を付けて
ください。
交付金を申請する交付
対象作物には「ある」
に、しない作物には
「ない」に○印を付け
てください。
共済の加入がある作物
には「ある」に、ない
作物には「ない」に○
印を付けてください。

該当する欄に○印
を付けてください

２７

営農計画書の記載例

印字されている
氏名、住所などを
確認いただき、
押印してください
（認印でも構い
ません）。訂正が
必要な場合は訂正
してください。
【交付対象農地区分】
米及び水田活用の直接支払交付金の
対象農地について、交付対象水田
は「１」、交付対象でない農地・
畑地は「２」です。
地域農業再生協議会に確認の上、
記入してください。

【農業共済加入状況（加入予定）記入欄】
加入している又は加入予定の場合は「○」を記入してく
ださい。

【作期】
二毛作の場合は「２」となります。
例えば、大豆を基幹作物とし、
小麦を二毛作とするときは、
大豆の作期を「１」、小麦の作期
を「２」と記入してください。
【多収性専用品種】
米粉用米、飼料用米の作付におい
て、多収性専用品種を用いる場合
は「１」、それ以外の場合は
「２」と記入してください。
「１」の場合は「作物名」欄に品
種名も記入してください。
【自家消費該当】
出荷・販売を一切行っていない場
合は、○を記入してください。
【耕畜連携助成】
耕畜連携助成に取り組む場合は、
その取組の
種類（１わら利用、２水田放牧、
３資源循環）
を記入してください。

【畑作物】
畑地で畑作物の交付金のみの対象となる
場合も記入してください。
【再生利用交付金】
再生利用交付金に取り組む場合は、開始年度と区分
（１平地、２条件不利地）を記入してください。

ほ場ごとに作物別の作付面積等を記入してください。（記入されている場合は
内容を確認していただき、訂正が必要な場合は訂正してください。）
２８

米及び畑作物の直接支払
交付金を受ける方は、対
象作物ごとに生産数量目
標等を必ず記入してくだ
さい。

【主食用水稲の生産数量目標】
主食用水稲は、生産調整方針作成者等か
ら通知された「生産数量目標」、「単
収」、作付面積（換算値）」を記入して
ください。
「単収」が通知されていない場合は、認
定方針作成者等に確認の上、記入してく
ださい。

【麦・大豆等の生産予定数量】
麦・大豆等は実需者との播種前契約数
量など、生産の前提となっている数量
を記入してください。ま た 、 実 際 の 作
付 面 積 （予定を含む）を記入してくだ
さい。

新規需要米、加工
用米等に取り組む
方は記入してくだ
さい。

【不作付地の改善計画】
「調整水田等の不作付地
の改善計画書」に記載し
ている「達成予定年」を
記入してください。
「調整水田等の不作付地
の改善計画書」を提出し
ている農地については、
備考欄にその旨記入して
ください。

【植栽造成年月】
果樹等の植栽造成
年月を記入して
ください。
【転換畑該当年月】
畑に転換した年月
を記入してください。
【新規開田年月】
新規開田地に該当する場合は、
開田した年月を記入してくだ
さい。

２９

営農計画書の記入上の主な留意事項
①

生産数量目標の記入

・ 米及び畑作物の直接支払交付金（営農継続支払）を受ける方は、営農
計画書の「生産数量目標等」の欄に、対象作物ごとの生産数量目標等を
記入する必要があります。
米の生産数量目標
米については、平成25年産米と同様、生産調整方針作成者又は地域農業再生協議会
（市町村、ＪＡ等）から通知されたものが生産数量目標となります。
ブロックローテーション等に合わせて、地域の農業者間で調整することができますので、
調整を希望する方は、地域農業再生協議会（市町村、ＪＡ等）にご相談ください。
交付金の支払の前提となる作付面積の確認作業を円滑に進めるため、生産数量目標の調整
は、６月15日までに終えて、農業者ごとに生産数量目標を確定する必要があります。

畑作物の生産予定数量
畑作物については、麦は播種前契約数量、大豆は出荷・販売契約数量など生産の前
提となる数量を生産予定数量として設定します。なお、生産予定数量は、実際の作付
面積（予定を含む）を踏まえて設定してください。詳しくは、最寄りの地域センター
又は地域農業再生協議会へお尋ねください。

②

農地の利用計画の記入

・ ほ場ごとに作物別の作付面積等を記入してください。
・ 耕畜連携に取り組む場合には、（①わら利用、②水田放牧、③資源循環）
を記入してください。
・ 再生利用交付金に取り組む場合も、その取り組みを行うほ場を特定する
ため必要事項を記入してください。
③

新規需要米、加工用米、備蓄米の記入

新規需要米、加工用米等に取り組む場合は、事前に地域センターに取組計画を
提出し認定を受ける必要があります。

３０

（２）交付金の交付に当たって確認する書類
①

販売農家の確認書類

交付金の交付を受けるためには、対象作物ごとの出荷・販売状況が分かる書類
（当年産の出荷・販売伝票の写し等）の提出が必要です。なお、米の直接支払交付
金については、当年産の水稲共済細目書異動申告票を共済組合等に提出していれば、
出荷・販売状況が分かる書類の提出を省略することができます。

②

集落営農の確認書類

集落営農の場合は、規約の写し、構成員名簿の写し、共同販売経理を確認
できる書類（通帳の写し等）、総会資料（決算書類など）の提出が必要です。
注：

交付申請書の提出後に、交付申請者が死亡した場合や集落営農が法人化するなどの場合には、交付金の
交付を受けるための手続を承継するための書類を作成する必要がありますので、最寄りの地域センター等
にお問い合わせください。

＜留意事項＞

水田・畑作経営所得安定対策の
要件を満たして加入されていた方

「水田・畑作経営所得安定対策加入
実績確認書」を提出していただき
ますので、上記 ②の書類の提出は
省略できます。

初めて経営所得安定対策等の
交付金を申請する方やこれまでの
交付金の振込口座を変更される方

「経営所得安定対策等交付金振込口座
届出書」を提出してください。また、
初めての方は交付申請書の右肩の「新
規」に○印を付けてください。

ブロックローテーションなど、
地域の営農上の理由で、交付金を
本人名義以外の口座で受領する
必要がある場合

「口座名義人に対する委任状」を提
出してください。
（ただし、既に提出している方は、
変更する必要がある場合のみ提出し
てください。）

３１

収入減少影響緩和対策加入申請･積立申出書の記載例

印字されている
氏名、住所などを
確認いただき、
押印してください
（認印でも構い
ません）。訂正
が必要な場合は
訂正してください。

昨年申請された経営
形態、経営面積、特
例・特認の状況が記
載されています。変
更がない場合は「変
更なし」、ある場合
は「変更あり」に□
チェックし、変更部
分を赤字で修正して
ください。
※ 経営面積については、
規模要件を下回らない範囲
の変更の場合は、「変更なし」
としてください。

確認事項に☑
チェックしてください。

「加入する」に□
チェックし、本年に
生産を予定している
品目について、その
作付面積を記入して
ください。
また、本年の積立
コースの意向に☑
チェックしてください。
３２

交付金の交付スケジュール
（１）交付金に関するスケジュール（予定）
平成26年
１月

２月

３月

４月

５月

６月

７月

平成27年
８月

９月

10月

11月

12月

１月

２月

３月

４月

５月

６月

対象作物の作付確認、数量払の数量確認
交付申請書、
営農計画書等
の受付

ゲタ対策の
営農継続
支払の交付

ゲタ対策の数量払の交付

水田活用の直接支払交付金の交付
米の直接支払
交付金の交付

申請手続
交付金の
交付

交付
申請

ナラシ対策の
積立申出

ナラシ対策の
交付金の交付

積立金
の拠出

（２）交付申請書･営農計画書等の提出
農業者の方は、交付申請書及び営農計画書を作成し、生産年の６月３０日までに、地域
センター又は地域農業再生協議会に提出してください。
米・畑作物の収入減少影響緩和対策（ナラシ対策）に加入される方は、同時期までに加入
申請（積立申出）を行った上で、７月３１日までに積立金を拠出することになります。

（３）交付金の交付時期（予定）
①

畑作物の直接支払交付金（ゲタ対策）
ア 営農継続支払
：生産年 ８月 ～ ９月頃
イ 数量払 うち 麦、そば、なたね
：生産年１１月 ～１２月頃
うち 大豆、てん菜、でん粉原料用ばれいしょ：生産年翌年１月～ ３月頃
② 米・畑作物の収入減少影響緩和対策（ナラシ対策）
収入減少影響緩和対策（ナラシ対策）
：生産年翌年５月～ ６月頃
③ 水田活用の直接支払交付金
：生産年 ８月 ～ ３月頃
④ 米の直接支払交付金（29年産まで）
米の直接支払交付金
：生産年１１月 ～ １月頃
⑤ 米価変動補塡交付金（25年産まで）
米価変動補塡交付金
：生産年翌年５月～ ６月頃
⑥ 再生利用交付金（26年度限り）
再生利用交付金
：生産年１０月 ～ ３月頃

３３

経営所得安定対策等の実施体制
経営所得安定対策及び水田活用の直接支払交付金については、国が申請者に直接交付金を交付す
る仕組みですが、交付金の申請手続・支払事務等が円滑に進められるよう、都道府県・市町村等地
域段階において設置されている農業再生協議会と連携・協力した推進体制を構築し実施します。

国（地方農政局等）
・対策等の普及・推進活動
・交付申請内容の審査、アダムス入力、支払決裁

等

直接支払推進事務費の
申請・受付

都道府県
・水田フル活用ビジョンの作成
・対策の普及・推進活動 等

都道府県農業再生協議会
【県、県農業団体、実需者、農業会議等】
・都道府県への意見具申
・対策の普及・推進活動 等

交
付
金
交
付

市町村
交付申請書・営農
計画書・確認結果
データ等

地域農業再生協議会
【市町村、農協、共済組合、農業委員会、担い手農家等】
・水田フル活用ビジョンの検討・作成
・対策の普及・推進活動
・対象作物の作付面積の確認、システム入力

地域センター
受付、審査、
交付金算定システム入力

等

等
農業者の
指定口座
（※）

交付申請書・
営農計画書等

※

ブロックローテーション
等を行っている場合、その
代表者の代理受領も可

認定農業者・集落営農・販売農家

（参考）農業再生協議会
経営所得安定対策及び水田活用の直接支払交付金の実施に当たっては、各地域で農業再生
協議会を設立し、対策の普及・推進活動、対象作物の作付面積等の確認等を行います。
また、関係者が一丸となって地域農業の方向付けを行っていけるよう、戦略作物助成の対象
作物の需要に応じた生産振興をはじめ、担い手の問題、農地の問題を合わせて議論し、行政
と農業団体、担い手農家等が協力して推進する体制を整備しています。
３４

農業経営基盤強化準備金制度
経営所得安定対策等の交付金を活用して、計画的に農業経営の基盤
強化（農用地・農業用機械等の取得）を図る取組を支援します。
（特例措置の内容）
○ 農業者が、経営所得安定対策などの交付金を農業経営改善計画などに従い、
農業経営基盤強化準備金として積み立てた場合、この積立額を個人は必要経
費に、法人は損金に算入できます。
○ さらに、農業経営改善計画などに従い、５年以内に積み立てた準備金を
取り崩したり、受領した交付金をそのまま用いて、農用地や農業用機械
等の固定資産を取得した場合、圧縮記帳 ※１できます。
注）この特例の適用を受けようとする場合には、一定の方法で記帳 ※２し、青色申告に
より確定申告（初年は税務署に事前に届出）をする必要があります。
※１

圧縮記帳とは、交付金により取得した農業用固定資産の帳簿価額を一定額まで減額し、その減額分を必要
経費（損金）に算入することにより、その年（事業年度）の課税事業所得（所得）を減額する方法です。
※２ 一定の方法で記帳とは、複式簿記による記帳が原則ですが、個人の場合は、現金出納帳、売掛帳、買掛帳
等を備え付けて簡易な記帳をするだけでも特例が受けられます。

（例）３年間積み立てて、４年目に
農地等を取得した場合

４

交付金を準備金として積み
立てずにそのまま用いる

： 積み立てた準備金

１

２
１

３
２
１

１年目

２年目

３年目

準備金の積立て
交付金を準備金として積み立てた
場合、この積立額の範囲内で
① 個人は必要経費算入
② 法人は損金算入
（積み立てない交付金は、課税対象）

３
２
１

取り崩す

５

４年目

５年目

農業用固定資産の取得
農用地や農業用機械等の取得に充てた、
以下の金額の合計額の範囲内で圧縮記帳
① 準備金取崩額
② その年に受領した交付金の額

交付金を投資に振り向け、経営発展！
注：積立てた翌年（度）から５年を経過した準備金は、順次、総収入金額（益金）に算入され、課税対象となります。ただし、算入された年（度）内に対象固
定資産を取得すれば、必要経費（損金）に算入できます。（H20年に積み立てた準備金は、H26年に５年を経過し、H26年の所得の計算上、総収入金
額に算入されます。このため、当該準備金を必要経費に算入するには、H26年末までに、農業経営改善計画に基づき、農用地や農業用機械等を取
得する必要があります。）
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Ⅱ

（参考）４つの改革の考え方

現在、我が国農業における担い手の農地利用は全農地の約５割を占めていますが、農業従
事者の高齢化、耕作放棄地の拡大などの課題が生じており、構造改革をさらに加速化させて
いくことが必要です。
このため、今般「農林水産業・地域の活力創造プラン」をとりまとめ、農業を足腰の強い産業
としていくための政策（産業政策）と、農業・農村の有する多面的機能の維持・発揮を図るため
の政策（地域政策）を車の両輪として推進し、関係者が一体となって、課題の解決に向けて取り
組むこととしました。
具体的には、
① 産業政策としては、まず、農地の有効利用の継続や農業経営の効率化を進める担い手へ
の農地利用の集積・集約化を加速させることが不可欠です。
このため、今般、農地中間管理機構の制度化等を行ったところであり、各地において十分
に活用していただくよう、各般の対策を講じることとしています。
② また、従来の経営所得安定対策（旧・戸別所得補償）については、一律の支払いなど構造
改革にそぐわない面があったため、今回の改革では、米の直接支払交付金や米価変動補塡
交付金について、工程を明らかにした上で廃止することとする一方、ナラシ、ゲタ対策につい
ては一律の規模要件を外し、意欲ある農業者が参加できるようにすることとしています。
③ 加えて、米の直接支払交付金を見直すことにより、主食用米偏重ではなく、麦、大豆、飼料
用米など需要のある作物の生産を振興し、意欲ある農業者が、自らの経営判断で作物を選
択する状況を実現することとします。その結果、生産調整を含む米政策も、これまでと大きく
姿を変え、行政による生産数量目標の配分に頼らずとも、需要に応じた主食用米生産が行
われるよう、環境整備を進めることとしました。
④ 一方、農業・農村の持つ多面的機能の発揮に対しては、地域政策として日本型直接支払
（多面的機能支払）を創設し、集落コミュニティの共同管理等により、農地が農地として維持さ
れ、将来にわたって多面的機能が十分に発揮されることを確保するとともに、規模拡大に取
り組む担い手の負担を軽減し、構造改革を後押しします。
これらの４つの改革を進め、創意工夫に富んだ農業経営者が存分にチャレンジできる環境を
整備するとともに、地域一体となって農業 ・農村の多面的機能を維持・発揮し、食料自給率の
向上と食料安全保障を確立し、「強い農林水産業」を創り上げます。
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改革の背景
年齢階層別の基幹的農業従事者数（H25）
65歳以上
106.7万人
（61％）

計１７４万人

（万人）

90
80
50歳未満
17.8万人
（10.2％）

70
60

耕作放棄地の動向

耕作放棄地の面積は
滋賀県全体と同じ規模

年齢構成が
年齢構成が
アンバランスな状況
アンバランスな状
況
81.6万人
（46.8％）

50
40
23.1万人
（13.3％）

30
20
10

0.05万人
（0.03％）

2.5万人
（1.5％）

～19

20～29

51.7万人
（29.7％）

9.2万人
6.0万人 （5.3％）
（3.5％）

0
30～39

40～49

50～59

60～69

70～ （歳）

資料：農林水産省統計部「農林業センサス」により作成。

○ 耕作放棄地面積は、高齢者のリタイア等に伴い、
急激に拡大しています。
○ 特に、土地持ち非農家の所有する農地の耕作放
棄地が急増しており、全体の半分となっています。
○ 相続は農地法の権利移動許可の対象外となって
おり、今後、耕作放棄地の拡大の可能性が高い状
況です。

資料：農林水産省「農業構造動態調査（概数） 」（組替集計）
定義： 「基幹的農業従事者」とは、農業就業人口のうち、
普段仕事として主に農業に従事している者をいう。

○ 65歳以上が61％、50歳未満は10％とい
う著しくアンバランスな状況となっていま
す。（Ｈ25年）

農業を主とする担い手のいない水田集落

主要先進国の自給率

（％）

250

100

80

６６％
60

200

担い手のいない水田集落が半数以上
５４％

６３％

６６％

６２％

５２％

150
100

４３％

１８７％

主要先進国の中では最低水準
１３０％
６５％

５６％

５０％

３９％

50

40

１９％

２６％

0

20

0
全国

北海道

東北

関東

北陸

東海

近畿

中国四国

九州

資料：農林水産省「２０１０年農林業センサス」 （組替集計）

○ 全国で担い手がいない水田集落が半数
以上を占めており、そういった担い手のいな
い集落・地域では５～１０年後には生産力
が急激に落ちることが懸念されています。

資料：農林水産省「食料需給表」
注：数値は2009年（日本は2012年度）

○ 日本の食料自給率は現在39％（カロリー
ベース）、この数字は主要先進国の中でも最低
の水準です。いま私たちが食べている食物の
約６割は海外からの輸入に頼っています。
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改革の概要
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〈関連制度（25年度予算）〉

〈制度見直しのポイントと26年度予算〉

農地中間管理機構関連予算
【H25予算：－円】
【H25補正予算：400億円】

農地流動化を進める画期的な手法として、都道府県段階に公的な機関として
農地中間管理機構を整備。
農地中間管理機構は、①農地を借り受け、②必要な場合には大区画化等の
条件整備も行った上で、③担い手に対して、その規模拡大や利用する農地の
集約化に配慮して転貸することにより、地域の農地利用を最適化。
【H26予算：305億円】

畑作物の直接支払交付金
（ゲタ）
【H25予算：2,123億円】

２６年産は現行どおり実施
（予算措置で、全ての販売農家・
集落営農を対象に実施）
【H26予算： 2,093億円】

２７年産からは法改正をした上で新しい
対象者要件で実施
（認定農業者、集落営農及び認定新規
就農者とし、規模要件は課さない）

２６年産は現行どおり実施
（別途、ナラシの非加入者に対する
収入減少影響緩和対策を実施）
【H26予算：751億円（H25年産分）】

２７年産からは法改正をした上で新しい
対象者要件で実施
（認定農業者、集落営農及び認定新規
就農者とし、規模要件は課さない）

米・畑作物の収入減少影響
緩和対策（ナラシ）
【H25予算： 724億円（H24年産分）】

米の直接支払交付金
（1.5万円/10a）
【H25予算：1,613億円】

・２６年産米から単価を7,500円/10aに削減
・２９年産米までの時限措置（３０年産から廃止）【H26予算：806億円】

米価変動補塡交付金
【H25予算：84億円（H24年産分）】

２６年産から廃止

水田活用の直接支払交付金
【H25予算：2,517億円
（うち産地資金539億円）】

・２６年産から飼料用米等への数量払いの導入（上限値10.5万円/10a）
・地域の裁量で活用可能な産地交付金の充実など全体の拡充
【H26予算：2,770億円（うち産地交付金804億円）】

米政策

水田活用の直接支払交付金の充実等を進める中で、定着状況をみながら、
５年後を目途に、行政による生産数量目標の配分に頼らずとも、国が策定
する需給見通し等を踏まえつつ生産者や集荷業者・団体が中心となって円
滑に需要に応じた生産が行える状況になるよう、行政・生産者団体・現場が
一体となって取り組む。

【H26予算：200億円（H25年産分）】

26年度は予算措置として実施し、所要の法整備を行った上
で、27年度から法律に基づく措置として実施する予定

農地・水保全管理支払
【H25予算：282億円】

地域内の農業者が共同で取り組む地域活動のコストに着目した新たな支払
制度を創設
①「農地維持支払」として、地域資源の基礎的保全活動など多面的機能を
支える共同活動に取り組む場合に支援する新たな支払を創設
②農地・水保全管理支払を組替え・名称変更して「資源向上支払」とし、地域
資源の質的向上を図る共同活動を支援
【H26予算：483億円】

中山間地域等直接支払
【H25予算:285億円】
環境保全型農業直接支援
【H25予算:26億円】

基本的枠組みを維持しつつ継続
・中山間地域等直接支払【H26予算：285億円】
・環境保全型農業直接支援【H26予算：26億円】

問い合わせ先一覧（農政局、地域センター）
都道府県

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県
山形県

福島県

茨城県
栃木県
群馬県
埼玉県
千葉県
東京都
神奈川県
山梨県
長野県

静岡県

新潟県
富山県
石川県
福井県

問い合わせ先
北海道農政事務所 農政推進部 経営・事業支援課
函館地域センター 農政推進グループ
旭川地域センター 農政推進グループ
釧路地域センター 農政推進グループ
帯広地域センター 農政推進グループ
北見地域センター 農政推進グループ
苫小牧地域センター 農政推進グループ
青森地域センター 農政推進グループ
青森地域センター 弘前支所
八戸地域センター 農政推進グループ
盛岡地域センター 農政推進グループ
盛岡地域センター 宮古支所
奥州地域センター 農政推進グループ
東北農政局 経営・事業支援部 担い手育成課
大崎地域センター 農政推進グループ
大崎地域センター 石巻支所
秋田地域センター 農政推進グループ
秋田地域センター 北秋田支所
大仙地域センター 農政推進グループ
山形地域センター 農政推進グループ
酒田地域センター 農政推進グループ
福島地域センター 農政推進グループ
福島地域センター 会津若松支所
福島地域センター 郡山庁舎
いわき地域センター 農政推進グループ
いわき地域センター 白河庁舎
水戸地域センター 農政推進グループ
土浦地域センター 農政推進グループ
宇都宮地域センター 農政推進グループ
大田原地域センター 農政推進グループ
前橋地域センター 農政推進グループ
関東農政局 経営・事業支援部 担い手育成課
関東農政局 熊谷支所
千葉地域センター 農政推進グループ
千葉地域センター 君津支所
千葉地域センター 匝瑳支所
東京地域センター 農政推進グループ
横浜地域センター 農政推進グループ
甲府地域センター 農政推進グループ
長野地域センター 農政推進グループ
長野地域センター 佐久支所
松本地域センター 農政推進グループ
松本地域センター 伊那支所
静岡地域センター 農政推進グループ
静岡地域センター 沼津支所
浜松地域センター 農政推進グループ
新潟地域センター 農政推進グループ
新潟地域センター 佐渡支所
長岡地域センター 農政推進グループ
長岡地域センター 上越支所
富山地域センター 農政推進グループ
北陸農政局 経営・事業支援部 担い手育成課
北陸農政局 七尾支所
福井地域センター 農政推進グループ
福井地域センター 敦賀支所

連絡先（電話番号）
011-642-5469
0138-26-7800
0166-76-1279
0154-23-4401
0155-24-2402
0157-23-4171
0144-32-5345
017-777-3512
0172-27-5705
0178-29-2114
019-624-1129
0193-62-2412
0197-25-3918
022-221-1105
0229-22-2790
0225-95-2403
018-862-5720
0186-62-0158
0187-62-2124
023-622-7247
0234-33-7246
024-534-4157
0242-28-2700
024-922-1614
0246-23-8516
0248-22-1241
029-221-2186
029-843-6893
028-633-3315
0287-23-5612
027-221-2685
048-740-0390
048-523-0610
043-251-8307
0439-54-1251
0479-72-0341
03-5144-5258
045-211-7176
055-254-6016
026-233-2651
0267-62-6271
0263-47-2003
0265-72-3178
054-200-5500
055-933-5821
053-442-1251
025-228-5290
0259-63-2561
0258-31-2131
025-524-2202
076-441-9307
076-232-4133
0767-53-0719
0776-30-1619
0770-23-5700
裏面につづく
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都道府県
岐阜県
愛知県
三重県
滋賀県
京都府
大阪府
兵庫県
奈良県
和歌山県
鳥取県
島根県
岡山県
広島県
山口県
徳島県
香川県
愛媛県
高知県
福岡県
佐賀県
長崎県
熊本県
大分県

宮崎県
鹿児島県
沖縄県

問い合わせ先
岐阜地域センター 農政推進グループ
高山地域センター 農政推進グループ
東海農政局 経営・事業支援部 担い手育成課
豊橋地域センター 農政推進グループ
津地域センター 農政推進グループ
津地域センター 伊勢支所
大津地域センター 農政推進グループ
東近江地域センター 農政推進グループ
近畿農政局 経営・事業支援部 担い手育成課
大阪地域センター 農政推進グループ
神戸地域センター 農政推進グループ
姫路地域センター 農政推進グループ
豊岡地域センター 農政推進グループ
奈良地域センター 農政推進グループ
和歌山地域センター 農政推進グループ
和歌山地域センター 田辺支所
鳥取地域センター 農政推進グループ
鳥取地域センター 米子支所
松江地域センター 農政推進グループ
松江地域センター 浜田支所
中国四国農政局 経営・事業支援部 担い手育成課
広島地域センター 農政推進グループ
福山地域センター 農政推進グループ
山口地域センター 農政推進グループ
徳島地域センター 農政推進グループ
高松地域センター 農政推進グループ
松山地域センター 農政推進グループ
高知地域センター 農政推進グループ
福岡地域センター 農政推進グループ
北九州地域センター 農政推進グループ
佐賀地域センター 農政推進グループ
長崎地域センター 農政推進グループ
九州農政局 経営・事業支援部 担い手育成課
八代地域センター 農政推進グループ
大分地域センター 農政推進グループ
大分地域センター 宇佐支所
大分地域センター 豊後大野支所
宮崎地域センター 農政推進グループ
宮崎地域センター 都城支所
延岡地域センター 農政推進グループ
鹿児島地域センター 農政推進グループ
鹿屋地域センター 農政推進グループ
内閣府 沖縄総合事務局 農林水産部 経営課

連絡先（電話番号）
058-271-4407
0577-32-1155
052-223-4626
0532-56-3080
059-228-3199
0596-23-3855
077-522-4274
0748-23-3842
075-366-0117
06-6941-9657
078-331-9951
079-281-3697
0796-22-2179
0742-36-2981
073-436-3832
0739-22-5551
0857-22-3256
0859-22-0115
0852-24-7311
0855-22-0980
086-230-1061
082-228-9483
084-955-8631
083-922-5255
088-622-6132
087-831-8185
089-932-6989
088-875-2151
092-281-8261
093-561-1596
0952-23-3136
095-845-7123
096-211-9267
0965-35-7311
097-532-6134
0978-32-1421
0974-22-1037
0985-22-3184
0986-23-3966
0982-33-0704
099-222-7591
0994-43-3222
098-866-1628

■本パンフレットや経営所得安定対策に関するお問い合わせは、
●農林水産省経営局 経営政策課経営安定対策室 (Tel:03-6744-0502）

お気軽に、無料電話相談

ミナハイロー

０１２０－３８－３７８６
受付時間：平日9:00～17:00

※

ご注意：携帯電話、ＰＨＳ、公衆電話及びＩＰ電話など一部の電話では
ご利用いただくことができません。また、非通知設定のお電話
からはお繋ぎできませんので、お手数ですが番号の前に「１８６」
を押してお掛けください。
左記以外にも、最寄りの農政局、地域センター（問い合わせ先
一覧のとおり）、地域農業 再生協 議 会 （市町村、ＪＡ等）まで
お気軽にご連絡ください。
自動的にお住まいの農政局、地域センターに繋がります。

サア

フリーダイヤル

経営所得安定対策に関する詳しい情報は、ホームページでご覧になれます。

経営所得安定対策

検索

